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Ⅰ 会議の日時及び場所 

１ 日時 平成２５年９月１７日(火)午後１時３０分から午後２時３５分まで 

２ 場所 水戸市青柳町４１９３ 

     一般財団法人茨城県建設技術管理センター 

     研修センター ３階 大ホール 

 

Ⅱ 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名 

  別記名簿のとおり 

 

Ⅲ 議題 

  別記付議案一覧のとおり 

 

Ⅳ 委員の変更 

  市町村長を代表する者について小谷隆亮委員に，関係行政機関の委員に

ついて 本潔委員，杣谷晴久委員，原喜信委員及び深澤淳志委員に委嘱し

たことが報告された。 

 

Ⅴ 議事 

１ 議事の公開 

  都計諮問第３号から第６号までの公開が決定された。 

２ 議事録署名人の氏名 

議長から議事録署名人として大津委員と山形委員が指名された。 

３ 議案審議 

都計諮問第３号 「岩井・境都市計画区域区分の変更」 

都計諮問第４号 「岩井・境都市計画工業団地造成事業の決定」 

都計諮問第５号 「岩井・境都市計画道路の変更」 

都計諮問第６号 「常総市における廃棄物処理施設の敷地の位置に関

する都市計画上の支障の有無について」 

 

 

【都計諮問第３号「岩井・境都市計画新住宅市街地開発事業の変更」】 

【都計諮問第４号「岩井・境都市計画工業団地造成事業の決定」】 

  【都計諮問第５号「岩井・境都市計画道路の変更」】 

 

 ○議長 それでは，審議を始めたいと思います。都計諮問第３号から第５

号までにつきまして，関連案件ですので，事務局から一括してご説明をよ

ろしくお願いします。 
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 ○事務局 都市計画課と申します。よろしくお願いいたします。それでは，

都計諮問第３号 岩井・境都市計画区域区分の変更，都計諮問第４号 工

業団地造成事業の決定及び都計諮問第５号 道路の変更についてご説明さ

せていただきます。 

  資料はお手元の付議案の１から３ページ，図面は１から３ページでござ

います。本案件は坂東市及び五霞町で計画が進められている圏央道インタ

ーチェンジ周辺開発に向けて，図面１ページの赤枠で示す２地区を市街化

区域へ編入するとともに，坂東市の半谷・冨田地区の工業団地造成事業の

決定及び道路の変更を行うものでございます。これに併せまして，坂東市

において用途地域の変更，道路の変更，公共下水道の変更，また，五霞町

において用途地域の変更，道路の変更，土地区画整理事業の決定，地区計

画の決定を行うものでございます。詳細につきましては正面スクリーンを

使ってご説明させていただきます。 

  岩井・境都市計画区域は県の南西部に位置し，その区域は坂東市，境町，

五霞町の３つの市と町で構成されております。今回の案件は，赤丸でお示

しした２地区でございます。 

  本都市計画区域では，首都圏と東北地方を結ぶ大動脈である新４号国道

と本県南部を横断する国道 354 号が共用されているほか，平成 27 年度の県

内全区間開通を目指して首都圏中央連絡自動車道の整備が進められており，

３つの市・町にはそれぞれ，仮称ではございますが，猿島岩井インターチ

ェンジ，境インターチェンジ，五霞インターチェンジが設置される計画と

なっております。 

今回，市街化区域に編入いたしますのは，坂東市の（仮称）猿島岩井イ

ンターチェンジの北西約２キロに位置する半谷・冨田工業団地地区約 73.4

ヘクタール及び（仮称）五霞インターチェンジや新４号国道に隣接する（仮

称）五霞インターチェンジ周辺地区約 38.8 ヘクタールの２地区でございま

す。 

  それでは坂東市の半谷・冨田地区からご説明いたします。図面２ページ

を併せてご覧ください。改めて位置関係でございます。平成 27 年度の供用

が予定されている圏央道の（仮称）猿島岩井インターチェンジからそのア

クセス道路ともなる県道結城坂東線が南北を縦断しており，沓掛地区の既

存市街地内において本県の西部，境町方面へと向かう県道土浦境線が接続

しております。半谷・冨田工業団地地区は既存市街化区域内の沓掛工業団

地に隣接し，県道土浦境線と一部接する赤枠で示した区域でございます。

本地区の開発は平成 23 年２月の第６回都市計画定期見直しにおける農政

協議で継続協議とされておりましたが，関東農政局など関係機関との協議

が整い，また，坂東市による工業団地造成事業の認可の見通しが明らかに

なったことから，今回 73.4 ヘクタールを市街化区域に編入するものです。 
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  こちらは当地区の航空写真で，赤枠で示した区域が半谷・冨田工業団地

地区でございます。 

  なお，白い建物は養鶏場の鶏舎ですが，両地権者からは本事業実施に伴

い，事業地外へ移転することについて同意が得られていると聞いておりま

す。 

  次に，半谷・冨田地区に係る上位計画についてご説明いたします。 

 平成 23 年２月に告示しました岩井・境都市計画都市計画区域の整備，開

発及び保全の方針，いわゆる都市計画区域マスタープランにおいて，「計画

的な都市的土地利用を図る必要がある地域については，市街化区域への編

入などを検討する」としております。また，平成 24 年３月に策定された坂

東市総合計画後期基本計画において，本地区は「生産・流通系等のさまざ

まな産業を導入する産業拠点」として位置づけられております。これらを

踏まえ，坂東市では，計画的な工業系市街地の整備による地域の振興を目

指し，本地区において工業団地造成事業の計画を進めてまいりました。こ

のたび，用地取得や造成を行う坂東市土地開発公社が平成 24 年８月に設立

されたことや，地元の合意形成が図られたこと，関係機関との協議が整っ

たことなどから，半谷・冨田工業団地造成事業，約 73.7 ヘクタールの決定

を行うものでございます。 

  なお，工業団地造成事業の決定は県決定になりますが，事業主体は坂東

市でございます。 

  次に，半谷・冨田工業団地地区の土地利用計画についてご説明いたしま

す。主要な施設といたしましては，茶色が道路を示しており，幹線道路や

区画道路等を適宜配置する計画としております。緑色は公園，黄緑色は緩

衝緑地帯でございます。青色は調整池，水色は水道施設用地で，上水道の

配水場となっております。黄色の産業用地につきましては，自動車部品製

造業や食品加工業などの立地を想定し，約 55.3 ヘクタールを計画しており

ます。これらの施設や産業用地を工業団地造成事業の計画標準や開発行為

に関する技術基準等に基づき，適宜配置してまいります。 

  なお，産業用地の売却見込みにつきましては，圏央道の開通目標が明確

に示されてから企業の問合せも増えており，具体に検討を始める企業も出

てきていると聞いております。 

  続きまして，県決定の都市計画道路の変更についてご説明いたします。 

 半谷・冨田工業団地地区から（仮称）猿島岩井インターチェンジへのア

クセス道路となる遠神追分線，県道名，土浦境線の変更でございます。本

路線は黄色の矢印で示した延長約 1,030 メートル，幅員 12 メートルで，昭

和 48 年に都市計画決定されております。今回，本路線沿道の土地利用状況

や工業団地造成事業による市街地開発事業などを踏まえ，起点を市道猿１

級４号線との交差点まで約 190 メートル延伸し延長を約 1,220 メートルと
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いたします。また，幅員につきましては県条例に基づき，自転車歩行者道

としての幅員を 3.5 メートル確保するため，12 メートルから 14 メートル

に変更するとともに，併せて車線数を２車線に決定するものでございます。 

  なお，黄色の矢印で示した区間，市街化区域内の約 1,030 メートルにつ

きましては，既に今回変更する幅員 14 メートルで整備が完了しております。 

 次に，県の決定に併せて行う坂東市の都市計画道路の変更についてご説

明いたします。今回，青の矢印で示した半谷・冨田工業団地地区の進入路

となる三番縄・赤木下線を決定するものでございます。県道と市道を同時

に決定することにより，本工業団地や既存市街地における安全で円滑な交

通処理を図ろうとするものでございます。 

  次に，坂東市が同時決定いたしますその他の都市計画について，概要を

ご説明いたします。図面３ページの左側を併せてご覧ください。 

  まず，用途地域の変更でございます。首都圏の近郊整備地帯及び都市開

発区域の整備に関する法律の規定により，工業団地造成事業の予定区域は

工業専用地域とされていますことから，今回，市街化区域へ編入する約

73.4 ヘクタールを新たに工業専用地域に指定いたします。また，本事業に

併せて都市計画道路三番縄・赤木下線の整備を行うため，既に工業地域に

指定されている市道用地の一部約 0.3 ヘクタールを工業団地造成事業の予

定区域に含める必要があることから，用途地域を工業専用地域へ変更する

ものでございます。 

  次に，公共下水道の変更でございます。半谷・冨田工業団地から発生す

る汚水については，現在の猿島町公共下水道を介して利根左岸さしま流域

下水道へ流入させ，適正な処理を図ることとしておりますことから，本地

区約 74 ヘクタールを排水区域に含め，面積を約 180 ヘクタールから約 254

ヘクタールに変更するものでございます。また，市町村合併前からの名称

であります「猿島町公共下水道」につきまして，「坂東市公共下水道（猿島

処理区）」に変更いたします。 

  坂東市の半谷・冨田工業団地地区についての説明は以上でございます。 

  続きまして，五霞町の（仮称）五霞インターチェンジ周辺地区でござい

ます。 

  位置関係でございますが，本地区は平成 26 年度の供用が予定されている

圏央道の（仮称）五霞インターチェンジに隣接しており，地域高規格道路

に位置づけられている新４号国道と県道西関宿栗橋線に挟まれた区域でご

ざいます。本地区の開発は，平成 23 年２月の第６回都市計画定期見直しに

おける農政協議で継続協議とされておりましたが，関東農政局など関係機

関との協議が整い，また，関係地権者の３分の２以上の同意が得られるな

ど組合施行による土地区画整理事業の認可の見通しが明らかになったこと

から，今回，赤く着色した約 38.8 ヘクタールを市街化区域に編入するもの
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です。 

 こちらは当地区の航空写真でございます。スライド中央の赤枠で示した

区域が（仮称）五霞インターチェンジ周辺地区ですが，区域にはオレンジ

色で着色しました道の駅ごかが含まれております。 

  次に，（仮称）五霞インターチェンジ周辺地区に係る上位計画についてご

説明いたします。平成 23 年２月に告示しました岩井・境都市計画区域マス

タープランでは，概ね 10 年以内の整備着手を予定する市街地開発事業とし

て本地区の土地区画整理事業が位置づけられております。また，平成 15

年３月に策定された五霞町都市計画マスタープランにおいて，本地区は，

道の駅を中心とする農業，流通，商業等の機能が集積した新産業拠点とし

て位置づけられております。 

  これらを踏まえ，五霞町では複合型産業拠点の形成による地域の振興や

活性化を目指し，本地区において土地区画整理事業の計画を進めて参りま

した。このたび平成 24 年 10 月に土地区画整理組合設立準備委員会が設立

されたことや，平成 25 年６月に準備委員会と業務代行予定者との間で基本

協定が締結されたこと，関係機関との協議が整ったことなどから，図面３

ページの右側のとおり，五霞町において組合施行の土地区画整理事業約

37.1 ヘクタールの決定を行うものでございます。 

  なお，土地区画整理事業の施行面積につきましては，国土交通省北首都

国道事務所との協議の結果，先ほどご説明いたしました市街化区域への編

入面積約 38.8 ヘクタールから圏央道用地約 1.7 ヘクタールを控除した約

37.1 ヘクタールとなってございます。 

  次に，本地区の土地利用についてご説明いたします。産業系用地につき

ましては，町の都市計画マスタープランの方針等を踏まえ，複合型産業拠

点の形成を図るため，工業，商業，流通施設の誘致を想定しております。

また，公共施設として緑色の公園・緑地と青色の調整池を適宜配置するほ

か，オレンジ色で着色した道の駅ごかにつきましては，現在の位置に換地

される計画となってございます。さらに，茶色で示した道路ですが，地区

の街区構成や利便性を考慮して，ご覧のように区画道路等を適宜配置する

計画としております。 

  次に，県の決定に併せて行う五霞町の都市計画の変更について説明いた

します。町では，新４号国道と県道西関宿栗橋線を結ぶ江川・幸主線を本

地区の幹線道路として同時決定いたします。これにより，地区内外におけ

る安全で円滑な交通処理を図ろうとするものでございます。 

  続きまして，用途地域の変更についてでございます。当地区は，工業，

商業，流通の複合型産業施設の立地を想定していることから，今回，市街

化区域へ編入する約 38.8 ヘクタールを新たに準工業地域に指定いたしま

す。併せて，健全で秩序ある快適な都市環境を創出するため，住宅やホテ
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ル等の建築を規制する建築物の用途制限や敷地面積の最低制限等を定める

地区計画を決定するものでございます。 

  なお，産業用地の売却見込みにつきましては，業務代行者である清水建

設の幅広いネットワークを活かした戦略的な企業誘致が期待できるものと

考えております。 

  五霞町の（仮称）五霞インターチェンジ周辺地区についての説明は以上

でございます。 

  これらの都市計画の決定，変更につきまして，平成 25 年４月 30 日から

５月 10 日まで都市計画素案の閲覧とともに公述を受け付けたところ，公述

の申出はございませんでした。また，平成 25 年８月 12 日から 26 日までの

２週間，都市計画案を公衆の縦覧に供しましたところ，意見書の提出はご

ざいませんでした。 

  なお，市及び町決定案件につきましても，坂東市と五霞町においてそれ

ぞれ同時に縦覧を行い，意見書の提出はございませんでした。また，市決

定案件及び町決定案件につきましては，坂東市が平成 25 年９月５日に，五

霞町が９月４日に市及び町の都市計画審議会を開催し，それぞれの案件を

付議し可決答申されております。 

  最後になりますが，都市計画法第 18 条の規定により坂東市及び五霞町に

意見を求めたところ，本案件は市及び町の申出によるものであり異存はな

い旨の回答をいただいております。 

  都計諮問第３号，４号及び５号の説明は以上でございます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

 

○議長 それでは，ご意見，ご質問をお願いいたします。 

○Ａ委員 基本的に２つの区域区分の変更になるわけですが，圏央道を活

用しました地域振興ということで必要なことだと思いますし，企業立地等

についても結構確度が高そうなのでいいのかなというふうに思っています。

一つ伺いたい点は，五霞町の方で，坂東市の方は下水道処理がきちっとさ

れているといわれる中で，個別処理というようなご説明であったような気

がするんですが，それでよろしいんですね。 

○事務局 はい，そうです。 

○Ａ委員 はい。そうなってくると，各立地者が装置を設置して処理の上，

地下浸透とかそういう形になるのかなと推測するんですけれども，この辺

田園地帯といいますか穀倉地帯だと思うので，多少気になってしまったわ

けです。そういう意味で，下水道処理のことについて何らかの工夫という

か，その辺のことをちょっと考えておいた方がいいのかなという気がしま

す。例えば準工業ですので，何でもできてしまいますので，立地する企業
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の共同化による高度処理であるとか何らかのモニタリングシステムの確立

とかそういうことについてですね，業務代行者がかなりきちっとやってい

るようなので，何かその辺工夫できないかなという気がして発言した次第

です。 

○事務局 汚水処理につきましては，町の方でとりあえず処理したものに

ついては五霞落川の方に流す計画になっているんですけれども，流す前に

当然水質検査とかそういうのを年に１回程度水質をちゃんと確認した上で

放流するという形を取ったりとかしていますんで，水質については今現在

五霞町の方で立地しているいろいろな工業団地があるんですけれども，そ

ちらの企業さんもすべて自社処理をして付近の川に放流しているという状

況がございまして，それと同じような体制をとるというふうに聞いており

ますので，水質の，汚水の処理については問題ないのかなと思っておりま

す。先ほどの共同化の件につきましても，五霞町さんの方ともいろいろお

話をさせていただいたりしてまして，今後の課題という形で捉えておりま

す。 

○Ａ委員 結構です。やはりこの辺，茨城県あるいは周り埼玉県なのです

が，穀倉地帯だと思いますので，ぜひ慎重な取扱いをお願いしたいと思い

ます。 

○事務局 はい。 

○議長 ほかにございますか。 

○Ｂ委員 工業団地造成ということで，開発公社を設立してそこが用地を

取得して事業を進めるとこういうことになるのですね。そうすると昨今ご

存知のとおり，高萩の開発公社の破産だとか，県でも開発公社の破産とい

うようなことになっていますけれども，先ほどの説明ですと十分買い手先

がある程度の目途があるという話のようですけれども，その辺の事情につ

いてちょっと説明いただきたいと思うのですが。 

○事務局 はい。見込みというかそういう事情というお話なんですけれど

も，こちらにつきましては坂東市さんの方ともいろいろお話をさせていた

だいておりまして，この場でなかなか具体的にどうこう言えるようなこと

はないんですが，実際圏央道周辺，特に常磐道西側，埼玉方面とか県南地

区ですね，県南地区の工業団地の売れ残りといいますか，そういったとこ

ろをちょっと調べてみますと，ほとんどが今９割方だいたい県内でも売却

済のような状況になっておりまして，実際工業団地の用地が先ほどお話が

あったなかなか売れなくてっていうのは，どうも水戸周辺，県央地区から

北の方がちょっと苦戦しているというような状況で，圏央道周辺地区につ

いては結構どんどん売れているような状況があるということもありますの

で，その辺の状況を勘案して売却の見込みについてはある程度立つのでは

ないかというようなことで。この場ではこれぐらいしかちょっと言いよう
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がないのですが，そんな状況の見込みを立てているところでございます。 

○Ｂ委員 結構です。 

○Ｃ委員 参考までで結構なんですが，教えていただきたいんですが，坂

東市の方ですか，用途地域の方の決定は坂東市の市の方で決定事項だとい

うことなので，直接こちらの都計審の方には関係ないことなのかもしれな

いんですけれども，工専が引かれているようなんですけれども，養鶏場が

移転予定だっていうのは伺ったんですけれども，実際に工専が引かれてい

る地域に住居系というものも多分あると思うんですね。今現在，住居系が

あると思うんです。そういったものはどれくらいの棟数っていうか，市の

方から何らかのご説明いただいているんですかね。 

○事務局 地区内に一般住宅が６件，農業施設が５件，あと産業施設，倉

庫とか工場とか事務所が６件，今現在立地しているという状況でございま

して，市の方からは全地権者から本事業に伴う移転について同意を得てい

るというふうに聞いております。 

○Ｃ委員 将来的に建替えということは考えてなくて，移転という考え方

でいるということでよろしいんでしょうか。 

○事務局 地区外の方に皆さん移転するという。 

○Ｃ委員 わかりました。ありがとうございました。 

○議長 ほかにご意見は。 

○Ｄ委員 今のいろんなご質問に対するお答えを見ていると，都市計画行

政が県の行政で決定することと市町村が決定していることがあって，市町

村のことについては県は口を挟まない的な表現をしていますが，やっぱり

全体としてどうなるかっていうことは県の方でも市町村が決める内容を少

し把握して，あるいは事業であってもどれくらいの生産性があるか把握し

て，もしできたら説明していただきたいという要望が少しあります。例え

ば，今の工業団地造成事業で何年くらいでできあがるんですかっていうこ

とは，土地が売れるか売れないかにとっても非常に重要な要素になる。こ

れは県としては知りませんっていう答えではなくて，だいたいこれくらい

のお答えをしていただけると，県決定のことだから市町村決定は知らない

ということではない審議会のあり方をしたいという要望があります。例え

ば，市町村決定である用途とか地区計画も市町村で可決しましたってこと

で，内容が我々わかんないままで審議をしろっていうのは切ないですよね。

例えば，五霞の方だとインターチェンジがあそこにできて，新４号があっ

て，あそこの都市計画，区画整理事業の中でやるのは要するに圏央道と新

４号をつなぐ重要な道路になっているんだけれども，そこが交通量がどれ

くらいなのかとか，新４号の交差点の形状はどうなっているかとか，何も

なくてこれでいいですかと言われると切ないですよね。今後，県決定と市

町村決定あるときは，市町村決定のことを審議会で出していただけると判



 

9 

断しやすいですがどうでしょうか。 

○事務局 市町村決定の今の五霞の交通量の話ですとか，交差点の形状の

話につきましては，資料は用意してはあるのですが，そちらをご説明する

ような形でよろしいでしょうか。 

まず，町で決定する江川・幸主線。この黒で示されている道路が，現在

の町道５号線です。現況の交通量が実測で日交通量で約 1,300 台ほど走っ

ております。将来交通量なんですけれども，将来こちら都市計画決定は 17

メートルの幅員で都決されます。車道が 3.5 メートル，自歩道も 3.5 です

ね。停車帯を 1.5 メートルという形で設けております。将来交通量なんで

すけれども約 8,700 台を見込んでおります。写真は現況の写真なんですけ

れども，こちらを幅員 17 メートルの道路で変更する予定にしております。 

○Ｄ委員 私が例えばこれで知りたいって言ったのは，新４号と交差点の

右折スペース，左折レーンをちゃんと作ってあるかどうかっていうのが知

りたいんです。 

○事務局 そちらの図面も用意してございます。まず新４号国道の工事な

んですけれども，圏央道に合わせまして暫定的に平面交差の４車線という

計画になっております。こちらがその図面となっておりまして，今現在４

号はこちら側２車線で供用しているんですが，こちらが道の駅になります。

この上側が区画整理の地区内になっているんですけれども，いったん地区

に近い方に道路を寄せまして，暫定の平面の４車線という形で供用してお

ります。上から来る道路が江川・幸主線となっておりまして，ちょっと見

づらいんですけれども，右折レーンと直進，左折レーンというのが設けら

れております。交差点の飽和度は 0.7 というような状況になっております。

暫定のときですね。その後，新４号国道，段階を追いまして，暫定的に４

車線で立体というような形になります。今グレーで示している部分が，２

車線分だけグレーで染めたんですけれども，こちらは４号国道が上をまた

ぐような形で町道が下を通っていくというような状況で，暫定的に４車線

の立体になります。将来的には完成形という形で真ん中の２車線を舗装し

まして，完成６車線になるというふうに聞いております。先ほども申しま

したけれども，暫定４車線の平面交差の時の飽和度が 0.7 ということで，

完成６車の時はもう少し下がるだろうと見込んでおります。 

○議長 こういう市町村決定等につきましては，概略を説明するとか，あ

るいは参考資料として何かつけるとか，そういう工夫を検討しておいてく

ださい。 

○事務局 はい，わかりました。 

○議長 質問ございますか。ご意見がないようでございますので，ただ今

の都計諮問第３号から５号までについては原案どおり可決してよろしいで

しょうか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

 ○議長 ご異議なしと認め，都計諮問第３号から第５号までについては，

原案どおり可決いたします。 

 

 

【都計諮問第６号 「常総市における廃棄物処理施設の敷地の位置に

関する都市計画上の支障の有無について」】 

 

○議長 続きまして，都計諮問第６号につきまして，事務局から説明願い

ます。 

 

 

○事務局 建築指導課でございます。よろしくお願いいたします。都計諮

問第６号 常総市における廃棄物処理施設の敷地の位置に関する都市計画

上の支障の有無についてご説明いたします。お手元の付議案４ページ及び

図面４-１（位置図），４-２（土地利用計画図）と併せて，正面のスクリー

ンをご覧ください。 

  お諮りする案件は，今回の事業計画により，建築基準法第 51 条ただし書

許可の対象になります産業廃棄物処理施設でございます。 

  本案件の廃棄物処理施設は，既存の工場敷地内に既に設置されている焼

却施設でございます。現在，工場から発生する汚泥，廃プラスチック類，

紙くずの処理を行っておりますが，今回，グループ会社からの紙くずの受

け入れを計画いたしまして外部からの廃棄物を処理することから，本許可

が必要な施設になるため，ご審議いただくものでございます。 

  それでははじめに，本案件の位置についてご説明いたします。計画地の

ある常総市は赤の着色の箇所でございます。そして拡大図の赤丸が計画施

設の位置になります。赤枠の区域を拡大いたします。図の中央より左，赤

で着色の箇所が，今回お諮りする計画施設の位置でございます。計画施設

の敷地は，常総市の中央付近，常総市豊岡町地内に位置します。敷地の東

側には常総市を縦断する鬼怒川河川敷が近接しております。主要な道路と

いたしまして，国道 354 号，国道 294 号，県道鴻野山豊岡線，県道谷和原

筑西線がございます。計画施設付近を拡大いたします。 

  改めて位置関係でございます。赤で着色の部分が今回お諮りする計画敷

地の位置でございます。道路につきましては，前面道路が市道 1-0102 号線

でございます。計画地は市街化調整区域であり，建ぺい率 60 パーセント，

容積率 200 パーセントが指定されております。申請者は高砂製紙株式会社

代表取締役熊崎康男でございます。敷地の面積は，31,309.34 平方メート

ルでございます。 



 

11 

  今回の事業計画についてご説明いたします。計画の廃棄物処理施設は，

石膏ボード用原紙の製造工場の敷地内にある既存の焼却施設でございます。

この焼却施設は，工場に付属する施設として平成 15 年２月に設置され，工

場から発生する汚泥，廃プラスチック類，紙くずの処理施設として，現在，

稼働しているものでございます。今回の計画といたしましては，自社工場

内から発生する廃棄物に加えて，グループ企業である吉野石膏株式会社工

場にて発生しました廃石膏ボードからの紙くずを受け入れ処理を行うこと

から，建築基準法施行令第 130 条の２の２第２号イに規定する施設に該当

し許可が必要になるものでございます。本施設の処理能力は，１時間当た

り 5,000 キログラム，１日当たり 120 トンの処理能力がございます。現在

は自社工場から発生した汚泥を１日当たり 40 トン，廃プラスチック類と紙

くずをそれぞれ 15 トン，合計で 70 トンの焼却処理を行っております。今

回の計画では，吉野石膏株式会社からの紙くずを１日当たり 20 トン受け入

れ，自社工場分と合わせて１日当たり 90 トンの処理を行う計画でございま

す。なお，今回の計画においては１日当たり 20 トンの処理量の増加がござ

いますが，焼却施設の処理能力と処理品目の変更はございません。 

  次に，本案件の敷地についてご説明いたします。図面の方位が変わりま

して，右手を北としております。今回許可の対象となる焼却施設は，図面

右側の赤色で示している位置になります。緑色の部分が緑地の部分でござ

います。工場敷地にある既設の建築物については，計画の処理施設に附属

する建築物が３棟，製紙工場棟が１棟，工場の附属施設が５棟の合わせて

９棟の建築物がございます。なお，今回の事業計画におきましては，建築

物の増改築の計画はございません。 

  次に処理フローについてご説明します。まず，自社の製紙工場から発生

する汚泥については，排水浄化処理施設内にある脱水槽で脱水処理し圧縮

された状態で１日当たり 40 トンが焼却施設に搬入されます。廃プラスチッ

ク類と紙くずにつきましては，製紙原材料である段ボール古紙と古新聞か

ら原料調整の段階で発生し，それぞれ１日当たり 15 トンが焼却施設に搬入

されます。吉野石膏株式会社から搬入される紙くずについては，敷地の入

口付近にある管理事務所を通過後，１日当たり 20 トンが焼却施設に搬入さ

れます。 

  この図は，計画処理施設の配置図でございます。まず，処理施設に搬入

される汚泥，廃プラスチック類，紙くずは，受入建屋内の受入れホッパに

投入され焼却炉に運ばれます。焼却炉は焼却温度を 800 度以上で保ち，こ

の温度で焼却滞留時間を 3.1 秒以上とするため，ダイオキシンの発生を抑

えることができる焼却施設でございます。焼却により発生する排気ガスに

ついては，バグフィルタにて煤塵を捕集し，高さ 35 メートルの煙突にて大

気に排出されます。焼却後の焼却灰は搬送機により灰バンカに運ばれ，灰
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バンカから直接専用車両に積み込みを行いまして，処分の委託先のセメン

ト製造会社へ搬出されセメント原料として利用されます。なお，本処理施

設の焼却により発生する熱は，製紙工場の製造工程に必要な乾燥の熱源に

用いられ，エネルギー使用量の軽減に寄与しております。 

  次に，廃棄物の搬入，搬出ルートについてご説明いたします。搬出ルー

ト，搬入ルートともに，施設の前面道路である市道 1-0102 号線は北側ルー

トに限定しております。筑西市，つくば市，取手市方面は国道 294 号側か

ら国道 354 号を利用いたします。また，坂東市方面は国道 354 号を，守谷

市方面は県道鴻野山豊岡線を経由してのルートとしております。 

  次に，交通量への影響についてでございます。今回の計画による焼却施

設の車両の増加台数は，搬入車両が２台，搬出車両が１台の増加になりま

す。現在の焼却施設における車両台数と合計しますと，搬入車両が２台，

搬出車両が４台の合計６台になります。前面道路の市道に対する影響につ

いては，廃棄物の運搬時間午前８時 30 分から午後５時までの市道の交通量

が 1,282 台であり，前面道路の通過交通量から周辺交通への負荷の影響は，

支障がないものと判断しております。 

  次に，排水計画についてご説明いたします。計画の焼却施設からの排水

はございません。工場の汚水・雑排水及び工場排水は，既設の排水浄化処

理施設において処理を行っております。排水浄化処理施設の処理水は，排

水路を経由し鬼怒川に放流しております。雨水につきましては敷地内の排

水溝から集水し，排水路を経由して鬼怒川に放流しております。 

  本案件につきましては，常総市の都市計画マスタープランにおいて，支

障となる都市利用構想はございません。本計画施設の立地について，常総

市長に都市計画上の意見を求めましたところ，支障のない旨の回答をいた

だいております。また，今回の事業計画につきましては，県の廃棄物処理

施設の設置に係る事前審査要領に基づき地元説明会を実施し，周辺関係者

すべてからの同意が得られておりますことをご報告いたします。都計諮問

第６号の概要は以上でございますが，引き続き，生活環境部廃棄物対策課

より生活環境影響調査の結果についてご説明させていただきます。 

○事務局 廃棄物対策課と申します。よろしくお願いいたします。それで

は，高砂製紙株式会社の今回の事業計画に係る生活環境影響調査の結果の

概要についてご説明いたします。 

  今回の事業計画につきましては，先ほど建築指導課から説明がありまし

たとおり，既設の自社処理焼却施設において関連会社の廃棄物を処理しよ

うとするものでございます。 

  こうしたことから，今回，調査項目といたしましては，煙突排ガスの排

出及び廃棄物運搬車両の走行による大気質，施設の稼働及び廃棄物運搬車

両の走行による騒音，振動，煙突排ガスの排出及び施設からの漏洩による
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悪臭を選定しております。なお，水質につきましては当該焼却施設からの

排水はないことから，調査項目から除外しております。 

  今回の焼却施設は既設でございますが，講じられている主な環境保全対

策といたしまして，一つは排ガス処理装置の設置がございます。具体的に

は，消石灰の噴霧により硫黄酸化物や塩化水素を吸収し，活性炭の噴霧に

よりダイオキシン類を吸着させます。この後，バグフィルタにより排ガス

中の煤塵，噴霧した消石灰及び活性炭を除去することで排ガスを浄化いた

します。もう一つは，廃棄物受入設備の建屋内設置，それから廃棄物供給

コンベアの密閉化でございます。これにより，悪臭の漏洩を防いでおりま

す。 

  次に，各調査項目の評価結果についてご説明いたします。まず，大気汚

染でございます。煙突排ガスにつきましては，今回，新たに処理すること

となった廃棄物を焼却した場合の排ガスの性状を基に拡散予測をしており

ます。結果は表にお示ししたように，すべての項目で基準を満足するもの

となっております。また，廃棄物運搬車両の走行による影響につきまして

は，廃棄物搬出入時間である８時 30 分から 17 時までの市道の交通量が

1,282 台であるのに対し，廃棄物運搬車両の増加が３台，往復で６台，率

にして 0.5 パーセント程度であることから，影響は極めて小さいと判断さ

れます。 

  参考に，二酸化硫黄の拡散予測図をお示しいたします。青い丸が煙突の

位置でございます。赤い丸の地点が排ガスの影響が最も大きくなると予測

される地点でございます。赤い丸の地点は煙突から東南東方向に約 600 メ

ートルでございまして，煙突排ガスの寄与濃度は 0.000121ppm となってお

ります。 

  次に，騒音，振動の評価結果でございます。図に示しておりますのは，

騒音，振動の測定地点でございます。No.1 から No.4 が施設稼働の影響を

把握する地点，No.5 が廃棄物運搬車両の影響，No.6 が直近の民家への施設

稼働の影響を把握するための地点でございます。まず，施設の稼働による

騒音，振動でございます。当該施設は既に稼働しております。今回の計画

による騒音，振動に大きな変化はないと考えられることから，現況の測定

値により評価を行っております。 

  結果については表に示しましたとおりいずれも基準を満たしており，直

近の民家におけるレベルも非常に低いことから影響は軽微であるというふ

うに判断されます。 

  次に，廃棄物運搬車両の走行による騒音，振動でございます。こちらも

現況の測定結果でございます。現況において騒音で基準を超えております

けれども，今回の計画による廃棄物運搬車両の増加は往復で６台というこ

とで搬出入時間帯の市道の交通量の 0.5 パーセント程度ということで，今
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回の計画による影響は小さいものと判断されます。 

  最後に，煙突排ガス及び施設からの漏洩による悪臭でございます。今回

の計画で新たに処理する紙くずにつきましては，それ自体臭気はなく，ま

た焼却しても悪臭物質は発生しないことから，現況の測定値により評価を

しております。現況で検出された特定悪臭物質は，煙突排ガス，敷地境界

ともにアンモニアのみでございます。検出されたアンモニアについても，

基準に対して十分に低い値となっており，影響は小さいと判断しておりま

す。 

  以上，各項目の評価結果から今回の事業計画による生活環境への影響は，

軽微であると判断しております。 

  以上，生活環境影響調査の概要でございます。 

○事務局 都計諮問第６号についての説明は以上でございます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

 

○議長 ありがとうございます。それではご意見ご質問をお願いします。 

○Ｄ委員 いつだったか忘れましたけれど，かつてこの都計審で，軽微な

ものについては都計審にかけないでいいのではないかという議論があった

ような気がするんですよね。今回のものも現況の施設に子会社からの２０

トンを入れるだけですから我々からみると軽微なものではないかというこ

とで，そういうものは審議事項ではなくて報告ぐらいで留めていただける

といいかなと思うんですけれども。その点について一つお伺いしたい。そ

れから２点目，廃対課の方のあれでいきますと何も測定しないで現況値を

使うというからそんな報告しない方がいいと思うんですよね。むしろ現況

値で道路騒音 66 デシベルで 65 を超えているっていったら，それは廃対課

から減少させるのではなく，担当課の方で何か言って始末するべきだって

いうようなことを言った方がいいんじゃないかと思うんですけれども。こ

の２点についてご意見をいただければと思います。第１の方の質問はいま

すぐ答えなくても，よく考えて次回の都計審に総括的な御報告をいただけ

ればいい。建築指導課だけの問題ではなくて，軽微な変更についてはどう

するかっていう議論ですので，そういうお答えをいただけたら結構です。 

○事務局 都市計画課でございます。今，Ｄ委員からご指摘のありました

件につきまして，本当にそれでいいのかどうかという議論はあるかと思い

ますけれども，次回の都計審までに内部の方でよく議論させていただいて

つめさせていただきたいと思いますので，そういう形でご了解のほどよろ

しくお願いしたいと思います。以上です。 

○事務局 廃棄物対策課ですけれども，廃棄物処理法上，処理施設の新設

等につきましては，生活環境影響調査を義務づけられておりまして，その
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施設が設置されることでどのような影響があるかということで評価をして，

許可・不許可の判断をするということになっています。その際，今出てき

たように現況としてですね，道路交通騒音が超えているというようなこと

は全くないというわけではありませんが，廃棄物対策課としては計画の影

響がどうかということで判断はしております。現況を超えているという情

報についてですね，どう取り扱うかにつきましては情報を交換しながら対

応させていただきたいというふうに考えております。 

○Ｄ委員 今までのいろんな役所はそれぞれ右肩上がりの中でそれでいい

んだってやってきたんですけれども，今から右肩下がりの経済成長の中で

すから，どっかで効率的にそういうことがあればやらなきゃいけないので，

建築指導課にはそれでいいかもしれないけど，そういうことがわかったら

それをちゃんと騒音を管理するような所管のところにそういうことを言っ

て善処できるような，総合的な行政をしないとそれぞれの課が自分の所掌

業務だけやってればいいって時代じゃないんじゃないかっていうのが私の

お願いのもとでございます。以上です。 

○議長 ほかにご意見ございますか。ご意見がないようですので，都計諮

問第６号につきましては支障なしということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 それではご異議なしと認めまして，都計諮問第６号につきまして

は支障なしといたします。 

 

 

○議長 それでは，以上をもちまして今回付議されました案件についての

審議は終了いたしました。都計諮問第３号から第５号につきましては，原

案どおり可決とし，都計諮問第６号については支障なしとし，本日付けを

もって知事に答申いたします。ありがとうございました。 

 

－ 閉 会 － 
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平成２５年度第２回茨城県都市計画審議会 委員出席状況 
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学

識

経

験
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あ
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市町村長を 
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守谷市長 会  田 真 一 欠 席 

大洗町長 小 谷 隆 亮 欠 席 
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議
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議

員 

茨城県議会議員 桜  井 富 夫 欠 席 

茨城県議会議員 西  條  昌 良 出 席 

茨城県議会議員 田  山  東 湖 欠 席 

茨城県議会議員 飯  塚  秋 男 出 席 
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茨城県議会議員 長谷川 修 平 出 席 
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会の議長を 
代表する者 

水戸市議会議長 田 口 文 明 出 席 

五霞町議会議長 青 木 武 明 出 席 

関
係
行
政
機
関
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関東財務局水戸財務事務所長 鈴 木 悦 郎 
代理 管財課長 

潮田 利一 

関東農政局長  本   潔 
代理 農村計画部農村振興課課長補佐 

渡辺 博美  

関東経済産業局総務企画部長 杣 谷 晴 久 
代理 企画課総括係長 

麻生 浩司 

関東運輸局長 原   喜 信 
代理 茨城運輸支局長 

佐藤 研一 

関東地方整備局長 深 澤 淳 志 
代理 企画部広域計画課長 

久保田 一 

茨城県教育委員会教育長 小野寺   俊 
代理 参事兼文化課長 

伊藤 哲 

茨城県警察本部長 荻 野   徹 
代理 交通部交通規制課長 

小川 昇 

 

 

 

 

出席 17 名 

              23 名 
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平成２５年度第２回茨城県都市計画審議会付議案件一覧表 

 

諮問 

番号 
題    名 

決定 

機関 
計 画 内 容 

３ 

岩井・境都市計画区域区分の変

更 茨城県 

 

市街化区域への編入 合計 約112.2ha 

半谷・冨田工業団地地区  （坂東市） 

（仮称）五霞インターチェンジ周辺地区

（五霞町） 

４ 

岩井・境都市計画工業団地造成

事業の決定 
茨城県 

 

半谷・冨田工業団地造成事業の決定 

面積 約73.7ha              

（坂東市） 

５ 
岩井・境都市計画道路の変更 

 

茨城県 

 

３・５・９遠神追分線の変更 

            （坂東市） 

６ 

常総市における廃棄物処理施設

の敷地の位置に関する都市計画

上の支障の有無について 

（建築基準法第５１条） 

特定 

行政庁 

知事 

常総市豊岡町地内 

廃棄物処理施設 

焼却（汚泥，廃プラスチック類及び紙くず） 

処理能力：5,000kg/時間（120t/日） 

 

 

 

計４件 

  

 

 


